体験談 がありま した。お
話も上 手でした ね。担当
医は病 院の副院 長にも出
世というおまけも。また、
その後 の橋本久 美子講師
(元白鳩会連合 会長)のお
話が心 に染みま した。以
下、概要です。

以上のような内容です。
私もこの 先生のお姿 にと
て も 感 動 し ま し た 。 ｢こ
こまで受 講者を思わ れて
いるのか 」と。また この
お客様は 年ぶりに 誘わ
れての講 習会。と言 うこ
とは、そ のように待 って
いる方々 が他にいっ ぱい
いる。数 千人～数万 人で
しょうか。
先生は ／ の三 重の
講習会の 最後に「私 は世
界平和を諦めていません」
と力強く 仰られまし た。
皆さん、 世界平和の 願い
を込めて 、このよう な先
生が、謙 虚で皆を大 切に
される先 生が、奈良 教区
の講習会 をご指導さ れま
す。まさ に「伝える は幸
せ 目指すは世界平和」
です。私達も諦めません。
是非、多 くの方に来 て頂
き「６回連続の前回超え」
を実現して参りましょう。

「生長の 家の講習会 の受
講券、嬉 しい限りで す。
しかもお 弁当付きで すか
らね。こ れで喜ばな けれ
ば大変人 です。必ず 出席
させて頂 きます」と 書い
ていまし た。先生の お言
葉に感動されて、また
年ぶりに 先生に会わ れる
ことを楽 しみにされ てい
るのですね。私 (橋本)も
一人の受 講者を大切 にさ
れる先生に感動しました。

先日 、私の薬 局に一人
の品の良いお客様(男性･
才 位 )が 来 ま した 。 腰
痛との ことで、 適切な処
方を施 して帰っ ていかれ
た。そ の後の手 紙のやり
とりで 「講習会 」のご案
内をす ると丁寧 な返事。
それに は平 成 年冬に一
度、大 阪ドーム の講習会
に参加 したこと があるこ
とが書 かれてい ました。
その時 は大雨で 、会場に
着くま でにその ご夫婦は
全身ず ぶ濡れ、 誘導係の
方はさ らに大変 な状況。
ところ が演壇に 立たれた
先生は 、何も無 かったよ
う に お 話 を さ れ る 。 ｢運
営や参 加者の苦 労をご存
じだろ うか」と 思い、そ
れで帰 ってしま った。そ
の方は 、その後 先生にそ
の旨、 直接お手 紙を出し
た。す ると 日 ほどして
先生か ら返信が 来た。そ
して内容に驚いて思った。
「私へ の返事、 とても謙
虚なお 言葉にい たく感動
した」 と。そし て、その
方は私 (橋本)へ の手紙に

17

17

9

まだまだ皆待っている
２つの磁石で講習会に引き寄せる

匡 子 さ ん は 、 ｢講 習 会 体
験談発表者 」のリスト を
見せて「こ んな体験談 が
ありますよ」と勧める
(勿 論 、 手 帳 で 祝 福 し な
が ら )と 、 勤 務 先 の 病 院
から５名の 参加、それ ま
でを含める と病院関係 者
その他で合計 名推進 出
来たと言っています。
「自分に縁 のある方は 皆
生長の家に 縁がある」 と
お示し下さ っているよ う
に、祝福行 を通して推 進
していると 、皆様が磁 石
となって参 加者を吸い 寄
せているのが分かります。
更に磁石 的力は「受 講
券」にもあ ります。祈 り
の込められ た受講券に は
“意志”が あって、自 ら
が推進すると思われます。
だから、上 記のような 体
験が生まれ るのでしょ う
ね。皆さん 、講習会当 日
まで、多く の方に「受 講
券」を持っ て頂きまし ょ
う。既に実 相世界にい る
「１万名(大盛会の祈り)」
を 、 ２ つ の 磁 石 (祈 る 皆
様・受講券)で「講習会」
に引き寄せ 「最後の一 滴
で片栗粉が 透明になる 」
実証を現そ うではあり ま
せんか。
さて、話 は変わりま し
て、先月の「先祖供養祭」
で宮本和代( 才)さん か
ら、両足切 断危機の糖 尿
病が癒やさ れた感動的 な

12

印刷：生長の家奈良県教化部

も参加 したいと川 端宅に
来た。 早速「白鳩 誌」と
「いの ちの環」を 勧める
と「読 ませて頂き ます」
と快く 受け取って くれ、
「本を 読んでくれ る人に
推進出 来た」と喜 んでい
ます。 また相愛会 の丸尾
さんは 、豊富な人 脈と持
ち前の 明るさで毎 年１４
０～１ ５０名を推 進。今
回は昇天など で約 名減
になる も積極的に 推進。
新たな 人に受講券 を同封
して手 紙を出し「 友人を
誘って 参加します 」と返
信を貰 うなど、参 加者を
大いに 獲得してい ます。
また和 田練成主任 は、１
日 分以上と決め てほと
んど毎 日、誌友会 場周辺
を始め 講習会場周 辺を一
軒一軒 訪問。先に 産土神
社にお 参りすると 、成果
が上がると言っています。
またある方はスマホの
「フェ イスブック 」で繋
がった地元の人( 才男
性)と道でバッタリ会う。
講習会 を勧めると 「参加
します 」と受講券 を受け
取って くれた。更 に逸﨑

10

編 集 発 行 人
各 務 洋 行
たいので結構 きつい。起
床時は笑い出 すと「咳き
込 む 」 こ と も 。 ｢笑 う 姿
に神が開けて いる」ので
すから、これ は最高の祈
りとも言えま す。その西
手(白)副会長 、祝福手帳
には、新しく筆で 冊も
清書されてい ました。講
習会推進祝福 訪問で丁寧
にお祈りして いる姿は感
動でした。
その講習会 推進、皆様
の真心で体験 が続々と出
ています。天 理の川端さ
ん は 、 ｢お 話 を を し っ か
り聞いて本を 読んでくれ
る人に推進出 来ますよう
に」と日時計 日記に書き
続けた。ある 日、近所の
天理教の奥様(手帳で日々
祝 福 )に 出 逢 い 講 習 会 を
勧めると「行 きます」と
嬉しい返事。 更にご主人

17
75

発 行 所
生長の家奈良県教化部
〒639-1016
大和郡山市城南町2番35号
電話(0743)53-0518番
FAX (0743)54-5210番
相愛会専用℡(0743)54-6284
白鳩会専用℡(0743)53-4608
青年会専用℡(0743)54-0284
地方講師会℡(0743)53-0550
栄 え る 会℡(0743)54-0510

40

41

奈良教区教化部長・各務洋行

皆様、 空気もぐっ と澄
んで山々 の稜線もは っき
り見える 季節がやっ て来
ました。 そして、い よい
よ私達の 講習会を迎 える
月となり ました。こ ちら
もぐっと来ますね。
さて、 先日、西手 副会
長ご夫妻 の素晴らし い実
践を聞き ました。起 床時
と就寝時 に「笑い」 をす
るという ものです。 起床
時は先に 目覚めた方 から
寝たまま 笑い、それ から
二人揃っ て笑うので す。
私も早速 、実践して みた
ら(起きて)、就寝時 は眠

18
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教化部事務局

古い聖典の処分をお考えの方がおられましたら、教化部にお越しの際に聖典をお届け頂きましたら、

教化部で活用させて頂きますので、よろしくお願い申し上げます。

日
講

平成29年12月1日(皇紀2677年)(２)

12 10 日

時：
月
日(
)10:00～15:00
師：生 長 の 家 総 裁 谷口雅宣 先生
生長の家白鳩会総裁 谷口純子 先生

メイン会場：ジェイテクトアリーナ奈良
奈 良 会場：なら100年会館
高 田 会場：奈良県産業会館
斑 鳩 会場：いかるがホール

伝えるは幸せ 目指すは世界平和！ 喜びあふれる講習会に
８､７３１名突破で前代未聞６回連続前回超えの大成功！
奈良教区の講習会参加者数推移
年度

27年度
８､７０２名
（+94）

参加者成果数

25年度
８､６０８名
（+267）

23年度
８､３４１名
（+459）

配布

11/27(月)

講師光実研修会

提出〆切

12/5 (火)

推進部会

19年度
７､３４３名
（+132名）

17年度
７､２１１名

講習会成功祈願聖経連続読誦

講習会参加者名簿についてのお知らせ
・講習会の参加確定者名簿を左記のように提出を
お願い致します。
・教化部に来られる際にお持ち頂ければ幸いです。
・提出頂いた名簿は祝福祈願をさせて頂きます。
※住所、名前など訂正のある箇所は訂正し、参
加に赤ペンで○をつけてください。

21年度
７､８８２名
（+539）

教化部に於きまして11月まで講習会の成功を祈願
して、聖経連続読誦を行いました。
ご協力頂いた皆様、誠にありがとうございました。
11月20日 現在

529

第５回

巻

講習会会場行きバス運行表
号車

サイズ

バス会社

責任者

大型

奈良観光

岡本圭子

大型

奈良観光

服部歩

大型

奈良観光

金野イマ子

運行コース（到着時間は交通状況により変わる事があります）

1-1 号車
往路:自明公民館 8:30発 → 榛原駅南口 8:40 → 9:30 メイン会場
復路:メイン会場 15:10発 →【復路の逆コース】⇒各地

榛原
1-2 号車
室生･天満台
2 号車

往路：憩いの館 8:00発 → 室生道の駅 8:10→大野駅前 8:15→山辺東 8:25→
山辺 8:30→山辺口 8:35→天満台東3丁目 8:55→天満台1丁目東 9:00→
天満台西交番前 9:05→榛原駅北口 9:15→10:00 メイン会場
復路:メイン会場 15:10発 →【復路の逆コース】⇒各地
往路:高野口 8:15→二見 8:30→田園 8:35→北宇智 8:45→9:40 メイン会場
復路:メイン会場 15:10発 →【復路の逆コース】⇒各地

高野口･二見
3 号車

往路:吉野口駅 8:30→御所駅 8:45→9:30 メイン会場
マイクロ 大和観光

深津治枝
復路:メイン会場 15:10発 →【復路の逆コース】⇒各地

吉野口･御所
4 号車
中型

大和観光

森本純子

宮尾バス

小松機代子

大宇陀

往路:辻村病院 8:30→郵便局駐車場 8:50→9:45 メイン会場
復路:メイン会場 15:10発 →【復路の逆コース】⇒各地

5 号車
野原

マイクロ

往路:五條駅発 8:15→五條病院 8:20→林酒店 8:30→9:45 メイン会場
復路:メイン会場 15:10発 →【復路の逆コース】⇒各地

6 号車
マイクロ 近畿ﾚﾝﾀｶｰ

奥田正美

白毫寺 → 詳細未定 → 100年会館

白毫寺

講習会ご参加の皆様へ

全会場共通
・受講券には裏面に氏名、住所な
ど必要事項をお書きください。
・無料駐車場はご用意しています
が、無料駐車場が満車で有料駐
車場に停める場合は、一ヶ月以
内に教化部へレシートをお持ち
いただければ駐車場代をお支払
いいたします。

高田会場
・駐車場は会場の南に無料駐車場
をご用意しています。
・駐輪場は会場の東と北にご用意
しています。

奈良会場

・講習会当日は奈良マラソンが行
われ、それに伴い通行規制があ
りますのでご注意ください。
・近鉄電車でお越しの方も歩道の
通行規制がありますので、新大
宮駅では下車しないでください。
・当日は近鉄奈良駅からタクシー
での無料送迎がありますのでご
利用ください。

斑鳩会場
・当日は 法隆寺駅からタクシー
での無料送迎がありますのでご
利用ください。

・駐車場は会場の西側と南側に
無料駐車場をご用意しています。

※ その他、詳細は教化部まで
お問合せください。

JR
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21

青年会委員会

21

組織だより

22

10

30 22

たいと思います。
日のトークイベントで
は 分のショートムービー
上映後、感想、そして有機
農家になる以前と以後で変
わったこと、面白いことや
難しいと感じること、普段
の過ごし方について、もう
お一方、地元の有機農家さ
んと交互に話させていただ
きました。本当に貴重な体
験ばかりでした。
先日、和田先生からご指

ほうれん草ポタージュの屋台の様子

トークイベントを聞く受講者

10

西手一幹 副委員長
月 日(土)～ 日(日)
に国際本部で開催された自
然の恵みフェスタに、屋台
の運営、そして有機農家と
しトークイベントに参加し
てきました。
日の天女山ヒルクライ
ムには池田事務局長が参加
されました。私は見学と応
援のみでしたが、 年ほど
前まではよく走っていたこ
ともあり、沢山の自転車や
皆さんが走っている様子を
見ていると、自分も走りた
くなりました。
屋台の運営ではほうれん
草のポタージュを担当させ
ていただきました。想像し
ていたよりも簡単に作れる
もので、また色々な行事の
中で再現したものを提供し

本部でのトークイベントの様子

気持ちで、幸田講師による
やさしい声で、｢お母さん
のお腹に宿ってくれて、あ
りがとう。産んであげられ
ずごめんね。」と愛いっぱ
いの心が届けられました。
参加者の中には、涙涙で顔
を上げられない方もおられ
ました。
流産児さんも、お父さん、
お母さんから愛されていた
んだと、愛をしっかり受け
取り、喜んで下さったと思
います。流産児供養祭の素
晴らしさを何回も体感させ
ていただき、ありがとうご
ざいました。
愛のあふれた私達は、
月 日の講習会に向けて、
無限の愛を多くの人々に与
え、神様、ご先祖様、流産児
様と共に悔いの無いように
全力で、 回連続前回越え
目標突破に邁進いたします。

LINEで教化部長に報告

相愛会連合会

45

産み直し生まれ直しの実践

声とともに弾ける、みなさ
まの笑顔と明るさに感動し
たことを思い出します。よ
くよく考えると、これらは
すべて“コトバ”です。そ
して、“コトバ”には創化
力があります。なるほど、
これまで奈良教区がすばら
しい成果を上げてきたこと
がよくわかります。
私は、これらは奈良教区
の講習会運動の中心にある
と感じています。そして、
みなさまも同じように考え
ていただけることと思いま
す。講習会は目前です。
三重教区から、小野田幸江
信仰世界一の奈良教区の 白鳩会連合会長がご参加下
みなさま、「♪～嬉しい楽 さり、霊牌数は５１２１柱
しい講習会 喜び溢れる講 で、 名の方がご参加くだ
習会～♪」と最後まで、祈っ さいました。
て、歩いて、声をかけて参
初めに各務教化部長先導
りましょう。その先に、喜 による「産み直し、生まれ
び溢れる講習会が必ず現れ 直し」の実修があり、｢お
て参ります。
父さんありがとうございま
す。お母さんありがとうご
ざいます。」と明かりが暗
白鳩会連合会
くなった中で、座布団を抱
石原佐和子 副会長
いて、何度も何度も繰り返
月 日(水)に教化部大 され、唱えられました。
自然流産児、人工流産児
道場にて、流産児供養祭が
執り行われました。今回は の供養は、｢愛と懺悔」の

三重の小野田会長も参加し感動

豊田雅樹 副会長
嬉しい、楽しい講習会が
目前に迫って参りました。
今日も、奈良教区の各地
で、みなさまの真心溢れる
推進が展開されていること
と思います。
さて、私にとって、今回
が奈良教区での３回目の講
習会になります。こちらに
お世話になり始めた頃を振
り返ると、『嬉しい楽しい
講習会』の歌があることに
驚き、和田正尚講師のかけ

和田講師のかけ声で大盛り上がり！

平成29年12月1日(皇紀2677年)
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大７００名を大きく掲げさ
せて頂きましたが、先人・
先輩の皆様、会員の皆様、
役員・支部長の皆様のおか
げで、一年で達成させて頂
きました。心より有り難く
御礼申し上げます。
これからも 益々 皆様が
お幸せでありますよう、御
繁栄でありますよう、まご
ころを込めてお世話活動に
勤めてさせて頂きます。
そして更なる目標１００
０名に向かって、報恩感謝
の喜びをもって、栄える会
運動を推進してまいります
ので、何卒宜しくお願い申
し上げます。

講習会一万名突破
月 日(日)に開催され
る奈良教区講習会は、生長

毎朝行われる会員の祝福祈願

ざいました。
また、推進部員さんを通
して、各地域の名簿を配り、
地域でも祝福祈願をして頂
くようお願いしています。
まだ名簿が手元に届いてい
ない講師の方は、地域の推
進部員さんか、講師会にお
たずね下さい。
講師会の使命は、組織の
血液となり、各組織が掲げ
る運動目標達成の原動力と
なる事です。
目前に迫った講習会に向
けて、最後まで祝福祈願を
続け、受講者を獲得し、6
回連続前回超えの目標突破
を実現しましょう。
講習会終了後は、新年度
からの運動の力となるよう、
地域での祝福祈願を引き続
きよろしくお願いします。

栄える会

10

12

10

教職員会

の家大神様、総裁・谷口雅
宣先生の祝福を 直接戴く
日です。ラストスパート
受講者一万名突破に向かっ
て「もう一歩」｢もう一人」
｢もう一言｣と積極的に、神
様とご縁を結ぶ運動を展開
していきましょう。
一万名は 必ず｢神の国｣
に成っております。
祈りながら、祝福を続け、
聖経読誦をして、お誘いを
続けていきましょう。

毎月行われる祝福祈願祭の様子

西手清英 園長
さる 月 日(土)の生命
学園では、園児、保護者、
スタッフで息子の田んぼへ
山羊を観察しにいきました。
９月に山羊を観察するは
ずが台風で流れ、満を持し
18

導いただきまして、講習会
の推進で使う自分専用のパ
ンフレットも作りました。
トークイベントの様子や、
年２回開催しているＢタイ
プ誌友会について、簡単に
紹介させていただけるよう
な内容にしてあります。
講習会の推進でフルに活用
したいと思います。
フェスタ後、これからは
積極的に色々な所で皆と農
作業をしたり、話をしに行っ
たりするようなことにも取
り組みたいと思うようにな
りました。
自転車もまた乗るように
なり、心身ともにより健康
になりました。
生長の家の活動に参加し
ていると善いことばかりです。
これからも楽しく、来年
へ向け、講習会後も気を緩
めることの無いよう１つ１
つの行事を大切に取り組ん
でまいります。

9

辰已佳央 会頭
栄える会会員７００名破
栄える会の皆様 教区の
皆様 ありがとうございま
す。
栄える会会員が 月に７
００名を突破実現いたしま
した。
昨年 月に会頭拝命以来
月末６２２名）会員拡
（

11

地方講師会
宮崎理恵 副会長
講師会では、 月いっぱ
い講習会成功祈願・聖経連
続読誦を行い、たくさんの
聖経をあげて頂きました。
皆様、ご参加ありがとうご
11

平成29年12月1日(皇紀2677年)(４)

ニューライフ
第７３６号

ての活動でしたが、今回は
願いも聞かれ、午前中に雨
が止み、いざ田んぼへ。
牡も牝も角が生えている
ことや、間近でその大きさ
に園児たちは驚いていまし
たが、慣れるに従い、山羊
に葛の葉を上げて、その旺
盛な食欲に歓声があがりま
した。
誰かが、顔面毛むくじゃ
らの牡山羊に「ダンディー
やなー！」と言っている声
も聞こえてきました。
草刈りの代わりに山羊を
飼っているという説明に頷
く子もいました。
葛の葉以外にどんなもの
をたべるか、辺りの草を与
えてみる園児もいました。
山羊の観察を終えて教化
部に戻ってからは、園児の
親族の健康回復を願って実

葛の葉をいっぱいあげました

相円満誦行を実修しました。
いざ実相円満誦行が始ま
ると、それまで色んなこと
を話してざわついていた雰
囲気が一変。園児たちの真
剣に祈るようすや、段々大
きくなる「実相円満完全」
という園児の声に、先導す
る私が驚かされました。
他人の為に祈らせていた
だく素晴らしさを学ぶこと
ができたに違いありません。
郡山生命学園では、体験
を通して学ぶことが出来る
よう、プログラムに様々な
工夫を凝らしています。
活動を通して、人間神の
子の真理をお伝えし、次代
の後継者を育てる使命の重
大さを痛感しています。ぜ
ひ、お子さんやお孫さん、
知り合いのお子さんを生命
学園に参加させて下さい。

大きいヤギに恐る恐る…

会

12

・人型は教化部にお持ち下さい
二枚一組 ３００円
締 切：12月17日(日)

月
月

日(木)～
日(木)まで

年末年始
休館のお知らせ

地方講師・光明実践委員研修会

月は講習会が開催されるため、聖使命の提出期限を 月 日までとさせていただきます。
まことに勝手ながら、ご理解とご協力よろしくお願いします。

た一切の罪けがれを清めて頂きます」
と祈り、人型で全身をなでて下さい。

事務局よりお願い
聖使命新規入会者
鳩

月分(敬称略・順不同)

白
【護持会員】
真弓第三 清原起三子

8

ご来館の際はお気を
付けください

3

清原寛

3

鳥見光第二 仲地美佐子

12

日 時
月 日（火） 時～ 時
聖経「甘露の法雨」読誦 藤田 桂子 講師
開会の祈り 有馬 惠子 講師
講師会長挨拶 村林 操 講師会長
テキスト 「普及誌」 月号
発表者 小林 惠利 講師
テーマ 再び、与党とその候補者を支持しない
テキスト 機関誌 年 月号、ブックレット
発表者 和田 正尚 講師
教化部長講話 各務洋行 教化部長
テキスト 機関誌 年 月号、ブックレト
閉会の祈り 生水 真弓 講師
※テキストは必ずお持ちになってご参加下さい。

10

母親教室出講講師勉強会

50

菩薩行奉納

鏡餅奉納献資
お申し込み方法

日(月)

1

11

日 時

推進部員会議

日 時
月 日（火） 時 分～ 時 分
テーマ 「お母さんの大切な時間」「子供の善さをみつめて」
やってみましょう 䢣『日時計日記』を書きましょう 䢣
『日時計日記』に今年の目標を書きましょう。
神想観をしてみましょう
開会の祈り 川元凉子 講師
開会の挨拶 徳野 千秋 白鳩会連合会長
趣旨説明 北尾 昭 講師
発表者 ① 嶋田 良子 講師 ② 林 佐知代 講師
③ 逸崎 匡子 講師
参加者発表の時間
まとめ 汲田 克夫 講師
閉会の祈り 嵜山 由紀子 講師
テキスト『生長の家ってどんな教え？』『平和のレシピ』
「母親教室出講のための手引き」
サブテキスト『万物調和六章経』『聖歌集』
※テキストは必ずお持ちになってご参加下さい。

14

皆様の温かいご献資に感謝
いたします。
感謝合掌
一、三万円
栄える会様
祝福祈願祭感謝箱より

ご結婚
お め でとう ござ い ます。

山 田真 広 様
（橋本慶子様の半身)

申込み用紙(宇治用は今
年から三枚綴りになりま
すご注意下さい)に必要事
項を記入頂き、一口千円
以上を添えてお申し込み
ください。

月

あります。

※教化部用と宇治用が

締切：

29

12

扁143頁～

55

教化部のみでの浄火となります。

月 度 誌友会 テキスト

11

12

大晦日大祓式
『如意自在の生活365章』
第

月 日（火） 時～ 時

12

会場：奈良県教化部
３０年１月９日(火)
10:00-12:00
於 奈良県教化部

29

テキスト 『如意自在の生活365章』第 扁 頁～

138

10

1 14

(祝福祈願と座談会/個人指導)

19

19

4 28

30年 月
日(日)
10:00-12:00

｢繁栄祝福祈願祭｣

※ 大祓は当日まで受け付けますが、

普及誌当月号

6

5

1 12
皆様からのお悩み・ご相談を
お受けしてお祈りする

12

12

12

25

・名前と年齢をお書きください。
・掌に挟み「今まで知らず知らずに犯し
１２月は講習会が開催されるため、聖使命の提
出期限を１２月８日までとさせていただきます。
締め切り日以降に提出された聖使命は３０年度の
１月に手続きを行います。
まことに勝手ながら、ご理解とご協力よろしく
お願いします。

平成30年度
運動方針の伝達
6

11

山 田慶 子 様

12 17

日 時：12月26日(火)10:00～
会 場：奈良県教化部
持ち物：聖経「甘露の法雨」

12

末永 くお 幸 せに。

日 時：
月
日(日)10:00～
講 師：各務洋行 教化部長
会 場：奈良県教化部 大道場
持ち物：聖経「甘露の法雨」
※ 行事終了後は昼食会になります。

大晦日大祓のご案内
聖使命事務局からのお願い

11

講習会大盛会感謝祭
及び 先祖供養祭

平成29年12月1日(皇紀2677年)

ニューライフ
(９)第７３６号

ニューライフ

第７３６号

平成29年12月1日(皇紀2677年)(１０)
神想観と祈願
(AM 10時～)

12月度奈良教区主要行事開催予定表

生長の家奈良県教化部はＩＳＯ１４００１に取組んでいます。

「あなたの愛で自然を守ろう」

曜

１

金

２

土

３

日

４

月 (白)正副連合会長会議(10:00-16:00)

平谷 京子

５

火 (講)推進部員会議(10:00-12:00)

廣瀨 泰代

６

水

福元 文子

７

木

８

金 (白)聖歌隊(10:00-

９

土

１０ 日

行

担当

日

聖使命誠魂奉安御祭(10:00-11:00)

事
(講)正副会長会議(11:00-

)

(白)聖歌隊(13:00-

)

－

早朝行事(丸尾 講師)(6:00-7:00)・早朝講話(和田 講師)(7:00-8:00)
(相)正副連合会長会議(8:30- )・相愛会長全体会議(10:00- ) 幹事会･七者会議(13:00-16:00)
早朝行事(幸田 講師)(6:00-7:00)

兵庫教区講習会

閉館日
★聖使命集計表
・普及誌申込締切

)

久田 光子
－

－
藤田 香

講習会準備日（実行委員は各会場の集合時間にお集まりください)

－

奈良教区講習会(10:00-15:00)

－

１１ 月

藤田 桂子

１２ 火

(白)富雄わかくさの集い(ﾌﾗﾜﾘｯｼｭ
講師：汲田克夫 10:00-14:00)

藤田 純子

１３ 水

宇治・月次祭

藤野 久代

橿原神宮清掃
閉館日 (9:30 神想観)

１４ 木
１５ 金

細川 晴代

早朝行事(林本 講師)(6:00-7:00)・早朝講話(籏智 講師)(7:00-8:00)
講習会大盛会感謝祭及び先祖供養祭準備日(13:00- )
早朝行事(細川 講師)(6:00-7:00) 講習会大盛会感謝祭及び先祖供養祭(10:00-13:00)
１７ 日
(青)委員会(14:00-16:00) (栄)役員会・支部長会議(14:00- )
１６ 土

堀山 明夫
－

１８ 月

本田 治美

１９ 火 (講)講師光実研修会(10:00-12:00)・母親教室出講講師勉強会(12:55-14:50)
２０ 水 (白)総連会長・対策部長合同会議(13:00-15:30)

※お車で御来場の方は、第二駐車場をご利用下さい

閉館日
(白)高の原わかくさの集い(有馬宅
講師：長村省三 10:00-14:00)

２２ 金 (白)聖歌隊(10:00-12:00)

２４ 日

－

★歳末助け合い募金 締切

２１ 木

２３ 土

－

未来をひらく 冬季小学生一泊練成会
23日(土)14:30 ～ 24日(日)13:30予定
☆ケーキ作り
☆野外研修

大掃除

大祓式準備

２６ 火

大晦大祓式(10:00-

２７ 水

仕事納め

－
前川 裕子
－

☆浄心行 ☆クリスマス会
☆クリスマスリース作り

２５ 月

前田 一江

－

(白)聖歌隊 ピュアネス藍 慰問(教化部12:00集合)

松井 純代

)

－
－

２８ 木

閉館日

－

２９ 金

閉館日

－

３０ 土

閉館日

－

３１ 日

閉館日

－

生長の家奈良県教化部ホームページ

http://www.sni-nara.com/index.html

